
- ２０１６春の舞州　RUN祭り！ -

30km　男子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2016/5/15

スタート： 12:00:00

会場: 舞州スポーツアイランド

主催: TEAM・ゼロ　事務局

2時間05分01秒1 永山 敬1020 ナガヤマ タカシ

2時間20分53秒2 宮下 幸延1039 ミヤシタ ユキノブ

2時間23分01秒3 片岡 智宏1115 カタオカ トモヒロ

2時間24分10秒4 大森 哲也1046 オオモリ テツヤ

2時間26分27秒5 宝示 賢悟1037 ホウジ ケンゴ

2時間27分43秒6 高濱 光暢1071 タカハマ ミツノブ

2時間30分17秒7 三好 克哉1105 ミヨシ カツヤ

2時間31分05秒8 丸林　幸生1124

2時間31分59秒9 川畑 祐一1005 カワバタ ユウイチ

2時間32分54秒10 高田 政道1006 タカダ マサミチ

2時間33分07秒11 中 慎太郎1022 ナカ シンタロウ

2時間35分48秒12 中村 光一1007 ナカムラ コウイチ

2時間37分46秒13 服部 賢1042 ハットリ ケン

2時間37分54秒14 酒井 亮1069 サカイ リョウ

2時間39分51秒15 小林 貴昭1001 コバヤシ タカアキ

2時間41分47秒16 宮脇 久男1013 ミヤワキ ヒサオ

2時間43分29秒17 山崎 隆生1023 ヤマサキ タカオ

2時間45分19秒18 高砂 充1094 タカサゴ ミツル

2時間48分03秒19 風間 猛1051 カザマ タケシ

2時間49分10秒20 竹内 豊夫1008 タケウチ トヨオ

2時間49分29秒21 森田 茂1002 モリタ シゲル

2時間50分10秒22 下田 宏太1053 シモダ コウタ

2時間50分56秒23 須田 康1011 スダ ヤスシ

2時間52分58秒24 久保田 弘明1118 クボタ ヒロアキ

2時間55分17秒25 松原 和彰1098 マツバラ カズアキ

2時間55分34秒26 山辺 芳和1032 ヤマベ ヨシカズ

2時間55分45秒27 井水 英明1103 イミズ ヒデアキ

2時間56分29秒28 廣見 拓哉1049 ヒロミ タクヤ

2時間56分49秒29 栫 涼平1116 カコイ リョウヘイ

2時間59分31秒30 金田 大成1058 カネダ タイセイ

2時間59分54秒31 大田 暁史1029 オオタ アキフミ

3時間00分35秒32 小坂 浩1021 コサカ ヒロシ

3時間00分58秒33 岸本 吉央1099 キシモト ヨシオ

3時間01分39秒34 半田 達也1047 ハンダ タツヤ

3時間02分50秒35 岸本 泰広1009 キシモト ヤスヒロ

3時間04分54秒36 福山 俊彦1104 フクヤマ トシヒコ

3時間08分04秒37 竹井 尚徳1113 タケイ ナオノリ

3時間08分33秒38 笠原 等1067 カサハラ ヒトシ

3時間09分24秒39 池田 澄彦1076 イケダ キヨヒコ

3時間09分51秒40 増田 宣弘1093 マスダ ノブヒロ

3時間11分02秒41 西口 太郎1088 ニシグチ タロウ

3時間12分12秒42 歯朶原 一久1077 シダハラ カズヒサ

3時間12分26秒43 木下 正雄1096 キノシタ マサオ

3時間13分01秒44 善本 勝己1040 ヨシモト カツミ

3時間13分10秒45 岡田 一郎1081 オカダ イチロウ

3時間16分14秒46 安藤 滋基1066 アンドウ シゲキ

3時間18分08秒47 松井 幸一1102 マツイ コウイチ

3時間18分59秒48 大江 雅哉1019 オオエ マサヤ

3時間18分59秒49 赤木 久之1036 アカギ ヒサユキ

3時間19分40秒50 中村　翔太郎1122 ナカムラ　ショウタロウ
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3時間20分10秒51 横平 幸一1038 ヨコヒラ コウイチ

3時間21分42秒52 金山 敬三1054 カナヤマ ケイゾウ

3時間24分51秒53 伊藤 寛人1055 イトウ ヒロト

3時間25分24秒54 達川 浩平1057 タツカワ コウヘイ

3時間27分13秒55 友近 隆志1090 トモチカ タカシ

3時間27分34秒56 福田 健二1114 フクダ ケンジ

3時間29分04秒57 原田 智弘1084 ハラダ トモヒロ

3時間31分37秒58 山口 賢一1091 ヤマグチ ケンイチ

3時間32分40秒59 小澤 達也1082 オザワ タツヤ

3時間32分53秒60 今井 康之1064 イマイ ヤスユキ

3時間35分02秒61 四宮 憲1073 シノミヤ ケン

3時間37分34秒62 中西 洋輔1017 ナカニシ ヨウスケ

3時間38分55秒63 安松谷 真1086 ヤスマツヤ マコト

3時間39分34秒64 興津 和宏1062 オキツ カズヒロ

3時間40分28秒65 佐古 護1109 サコ マモル

3時間42分21秒66 松本 光司1065 マツモト コウジ

3時間42分48秒67 中田 潤一1092 ナカタ ジュンイチ

3時間43分02秒68 稲原 彰1107 イナハラ アキラ

3時間43分14秒69 大杉 陽治1078 オオスギ ヨウジ

3時間44分20秒70 村田　晋一1123 ムラタ　シンイチ

3時間47分16秒71 吉八木 健丸1110 ヨシヤギ タケマル

3時間48分31秒72 伊藤 達也1033 イトウ タツヤ

3時間49分18秒73 安井 悠毅1050 ヤスイ ユウキ

3時間49分55秒74 星野 純1119 ホシノ ジュン

3時間51分13秒75 松本 泰典1030 マツモト ヤスノリ

3時間52分35秒76 濱村 盛徳1035 ハマムラ シゲノリ

3時間52分58秒77 久保 賢司1014 クボ ケンジ

3時間55分31秒78 野中 修司1087 ノナカ シュウジ

3時間56分13秒79 安達 謙一1075 アダチ ケンイチ

3時間57分33秒80 西田 幸司1063 ニシダ コウジ

3時間58分26秒81 中川 大輔1106 ナカガワ ダイスケ

4時間04分44秒82 樽口 薫1059 タルグチ カオル
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